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農林水産省独立行政法人評価委員会第 42回農業分科会議事次第 

 

日 時：平成 25年３月 21日（木）13：30～15：00 

                 場 所：三田共用会議所 Ｂ～Ｅ会議室 

 

開 会 

 

議 事 

 （１）家畜改良センターの重要な財産の処分について 

 （２）次期中期計画について 

  （農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金、水資源機構） 

 （３）業務方法書の変更について 

  （農畜産業振興機構、農林漁業信用基金） 

 （４）農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについて 

 （５）農林漁業信用基金の長期借入金の借入れ・償還計画及び入札結果について 

 （６）その他 

 

閉 会 
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○野村分科会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「農林水産省独立行政

法人評価委員会第 42回農業分科会」を開催いたします。 

 本日の議長を務めさせていただきます野村と申します。よろしくお願いいたします。 

 委員及び専門委員の皆様方には、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうござ

います。 

 さて、本日の会合ですが、委員９名のうち８名に御出席をいただいておりますので、農

林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第３項において準用する同条第１項の過半数の

出席要件を満たしているとのことですので、成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは、事務局から、議事の進め方と配付資料について説明をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 事務局を担当しております消費・安全局消費・安全

政策課長の強谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、年度末の御多

忙中のところを御出席賜りまして、誠にありがとうございます。本日は、お手元の議事次

第にありますように、５法人の議題を御審議いただくこととしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 早速ですが、お手元にお配りしております資料の御説明をいたします。 

 まず、議事次第でございます。配付資料一覧、配席図、次に、資料のナンバーと内容を

紹介してまいります。資料１といたしまして、農業分科会の委員名簿。その裏面に各法人

のプロジェクトチーム委員名簿の記載がございます。 

 その次に、資料２、資料３－１、資料３－２、資料３－３、資料３－４、資料４－１、

資料４－２、資料５、資料６－１、資料６－２、資料７、最後に参考資料をセットさせて

いただいております。 

 なお、資料３－１から資料３－４の次期中期計画の資料につきましては、事前に送付さ

せていただきました資料を修正していることをつけ加えさせていただきます。 

 関連条文につきましては、抜粋として資料の一番下に参考資料として御用意してござい

ますが、御参照いただければと思います。 

 資料につきましては、これから御覧になりながら、不足等がございましたら、いつでも

事務局の方にお申し出いただければと思います。 

 資料の方はよろしゅうございましょうか。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○野村分科会長 それでは、本日の１つ目の議題に入りたいと思います。 
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 １つ目の議題は、「家畜改良センターの重要な財産の処分について」です。 

 重要な財産の処分につきましては、独立行政法人通則法第 48条第２項の規定により、評

価委員会の意見を聴くこととされております。 

 それでは、家畜改良センターから説明をお願いいたします。 

○家畜改良センター理事長 それでは、御説明します。 

 家畜改良センター理事長の矢野でございます。 

 今回の土地につきましては、私ども十勝牧場用地の一部につきまして、北海道から譲渡

申請のあったものでございます。資料２に沿って御説明申し上げます。 

 資料２の１ページ目ですが、今回の土地につきましては、北海道十勝総合振興局から、

道道音更新得線に架かる橋の架け替え及び当該道路の拡幅整備用地として、十勝牧場用地

の一部について譲渡申請があったものです。 

 内訳ですが、橋梁及び道路改良区間は約 230 メートル、譲渡する面積は合計で 228.42

平米です。評価額は約８万円弱となっています。 

 家畜改良センターの対応ですが、申請者である北海道が行います橋の架け替え及び道路

の拡幅整備事業は、道路利用者の安全性、利便性を確保するというものであり、このたび

譲渡申請のありました用地の利用は、公共性の観点からも必要であると認められます。 

 また、家畜改良センターとしましては、譲渡申請のありました場所は、十勝牧場の南部

に位置していまして、川に隣接した湿地帯と道路に隣接した場所であることから、これま

で防疫的な緩衝地帯としてきました。一部譲渡後もセンター用地として残る一帯地域につ

いては立ち入り制限を継続することにより、センターの業務運営上支障がないと判断され

たことから、今回の譲渡申請に応じることとしたところです。 

 よろしくお願いいたします。 

○野村分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、家畜改良センターの重要な財産の処分につ

きましては、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、次の議題は、「次期中期計画について」です。 
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 中期計画につきましては、独立行政法人通則法第 30条第３項の規定により、評価委員会

の意見を聴くこととされています。 

今回対象となる４法人から説明を行ってから、御質問を受けることといたします。 

 まず、農畜産業振興機構から説明をお願いいたします。 

○農畜産業振興機構理事長 農畜産業振興機構理事長の佐藤でございます。どうぞよろし

くお願いします。 

 当機構の第３期中期計画案について御説明を申し上げます。資料３－１を御覧ください。 

 資料の中身について説明いたしますと、３ページから６ページまでが機構の業務と中期

計画案の概要、７ページからが中期目標と中期計画案の対比表、27ページ以降が中期計画

案の全文となります。 

 時間も限られておりますので、３ページから資料を用いて、第２期中期計画からの変更

点を中心に概要を説明させていただきます。 

 初めに、カラー刷りになっておりますが、私どもの業務について紹介をさせていただき

ます。 

 ３ページの上段を御覧ください。 

 農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法、肉用子牛生産安定等特別措置

法などの個別法に基づき、４つの業務を行っております。 

 １つ目が、牛肉、豚肉、生乳、野菜、サトウキビなど、農畜産物生産者に対する経営安

定対策及びその補完対策の実施。 

 ２つ目が、農畜産物の需給・価格安定対策の実施。 

 ３つ目が、口蹄疫等の疾病やさまざまな緊急事態に対応した緊急対策の実施。 

 ４つ目が、生産者の経営安定や需給動向の判断に資するための情報収集及び提供でござ

います。 

 これらの業務を行うことにより、農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消

費生活の安定に寄与することを目的としております。 

 業務の詳細につきましては３ページに記載しておりますので、後ほどお目通し賜れば幸

いです。 

 それでは、第３期中期計画案の概要について説明させていただきます。 

 資料の４ページを御覧ください。 

 現在の第２期中期目標期間については、平成 24年度をもって終了いたします。このため、
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せんだって、総務省の政独委において、いわゆる勧告の方向性が示され、また、当農業分

科会の御意見を踏まえて、農林水産大臣から中期目標の指示を受けたところです。これを

受けて、第３期中期計画案を作成いたしました。 

 第２期からの主な変更点につきまして、説明いたします。 

 １の業務運営の効率化に関する事項でございます。 

 現状、課題、対応と区分しておりますが、対応の欄に記載した内容を第３期中期計画案

に反映しております。 

 まず初めに、事業費の削減・効率化でございます。 

 第２期中期計画においては、10％の削減目標を設定しておりましたが、事業費の規模に

ついては、国の政策判断によるところが大きく、機構の裁量の余地はございません。この

ため、機構の努力による縮減が可能な業務経費について、対前年比１％の抑制をすること

を記載しております。 

 ２点目として、理事数の適正化でございます。 

 現在、機構には、理事長、副理事長のほか６名の理事を配置しておりますが、先ほども

触れました勧告の方向性におきまして、理事数の検証を行うよう御指摘がございました。

このため、真に必要な理事数について検証することを記載しております。 

 ３点目として、保有資金・基金の見直しでございます。 

 第２期中期計画においては、畜産勘定の保有資金、中央の公益法人に造成している基金

を大幅に縮減してまいりましたが、一方で、畜産経営安定対策、緊急対策の実施のために

は、経費の確保が必要となります。このため、基金の定期的な見直しを実施するとともに、

保有資金等について業務実施に必要な経費を確保することを記載しております。 

 ４点目として、砂糖勘定の収支改善でございます。 

 砂糖勘定の累積欠損については、制度関係者の取り組みなどにより、平成 21砂糖年度末

の 659億円から平成 23砂糖年度末の 199億円まで縮減してまいりましたが、引き続き、収

支改善に向けた不断の見直しが必要となっております。このため、機構における取り組み

といたしましては、交付金交付業務の適正な実施、短期金融市場の金利動向を踏まえた借

入れコストの削減を行うことを記載しております。 

 ５ページを御覧ください。２の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項でございます。 

 まず、畜産の補完対策の見直しでございます。 
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 第２期中期計画においては、事業仕分け等を踏まえ、事業の廃止、国直轄への移行など

により、大幅に縮減してまいりましたが、引き続き、時宜に応じた事業内容の見直しが必

要となっております。このため、畜産に係る環境変化、事業実績や事業効果等を踏まえ、

不断の見直しを行うことを記載しております。 

 ２点目として、野菜のリレー出荷に係る特例措置の見直しでございます。 

 いわゆる六次産業化法の特例措置により、国から認定を受けた農業者等については事業

の対象となったところですが、利用する農業者等が少ないことから、さらなる利用促進へ

の取り組みが課題となっております。このため、効果的な周知、また、利用促進に関する

見直しを行うことを記載しております。 

 ３点目として、野菜の緊急需給調整事業の見直しでございます。 

 第２期中期目標期間においては、記録的猛暑等により、事業実績が低調だったことから、

事業実績等を踏まえた不断の見直しが必要となっております。このため、国によるメニュ

ーの厳格な検証及び廃止を含めた見直しを行うことを記載しております。 

 ６ページを御覧ください。最後に、３のその他業務運営に関する重要事項でございます。 

 いわゆる事業仕分けにより、平成 22年度に機構の海外事務所を廃止しましたが、引き続

き、機動的に情報収集・提供を行うため、担当部である調査情報部の組織体制をチーム制

に変更するとともに、管理職に相当する調査役を配置したところです。 

 一方、勧告の方向性においては、真に必要な調査役の配置について不断の見直しが必要

との御指摘がございました。このため、役割分担を見直すなど、真に必要な調査役の配置

について検討し、見直すことを記載しております。 

 以上が第３期中期計画案の概要でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○野村分科会長 続きまして、農業者年金基金から説明をお願いいたします。 

○農業者年金基金理事長 独立行政法人農業者年金基金理事長の中園でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 当基金の次期の中期計画についてでございますが、お手元の資料の３－２の方に記載を

させていただいてございます。 

 めくっていただきまして、３ページ目が当基金の事業、業務の内容でございます。御覧

をいただければと思います。 

 ４ページ目が第３期中期計画の概要の部分でございます。この概要の部分と５ページ以

降に中期目標、中期計画案の対比がございますが、中期計画のところと対比してございま
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すので、私の方から５ページ以降の本体の方で御説明をさせていただきたいと思います。 

 左側が中期目標、農林水産大臣から御指示いただいた内容、右側に当基金の中期計画案

ということになってございます。 

 まず、前文の方でありますように、当基金は農業の担い手を対象に、国民年金の上乗せ、

２階部分でございますけれども、その年金として農業者年金の給付を行うことによりまし

て、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上、そして農業者の確保に資するということを

目的として事業を実施しているところでございます。この目的を果たしまして、国民の期

待と信頼に応えるため、これから御説明する内容の中期計画を確実に遂行し、中期目標を

達成することといたしております。 

 特に前文の方に書いてございますけれども、今回の中期計画案におきましては、政策年

金という性格がございますので、その特性を踏まえまして、若い農業者の確保という農業

政策の方向性に留意して業務運営を行うこととしております。 

 ５ページ目の下の方の第１の１の業務運営の効率化による経費の抑制等のところでござ

いますが、計画的な物資の調達と業務の効率化に取り組みまして、当基金の一般管理費に

ついては、毎年度平均で少なくとも対前年度比３％削減することといたしております。 

 当基金は支所がございません。全国の 1,710 農業委員会、715 の農業協同組合等に窓口

業務等を委託して事業を実施しております。この業務委託費につきましては、次のページ

になりますけれども、固定的配分方式から新規加入者数に応じた配分方式を導入するなど

によりまして、平成 24年度対比で中期計画初年度の 25年度に 6.0％削減をし、26年度以

降につきましては、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％削減するという計画にしてご

ざいます。 

 それから、（２）の人件費につきましては、政府における総人件費削減の取り組みを踏

まえつつ、適正に対応していくということを記載してございます。 

 （３）の給与水準の適正化につきましては、国家公務員の給与改定等の状況を踏まえま

して、対国家公務員地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパイレス指数について、中期目標

期間の毎年度、100 を上回ることがないよう措置することといたしておるところでござい

ます。 

 （４）の契約の適正化の推進につきましては、記載のとおり、原則として一般競争入札

等によるものとし、一者応札・応募となった契約については、その改善方策が適正か検証

することとしております。 
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 ６ページ目の下の方から、業務運営の効率化のところでございますが、次のページ、７

ページ目になりますけれども、２の業務運営の効率化につきましては、（１）の事務書類

の簡素化、（２）の電子情報提供システムの利用の促進等によりまして、事務処理の迅速

化・効率化を進めるとともに、（３）にございますように、現在開発中の新しい農業者年

金記録管理システムについて、平成 25年度、来年度中に開発を終えまして、平成 26年度

当初４月から運用を開始するという形で記載をしてございます。 

 ３番目の組織運営の合理化でございます。 

 これにつきましては、（１）にありますように、業務受託機関の考査指導の体制を強化

するため、担当の職員を１名増員する一方で、旧制度の年金業務部門を合理化して２名の

職員を削減いたしまして、常勤職員数につきましては、中期目標期首の 75 人から、平成

28年度までに 74名とすることという形で記載をしてございます。 

 ４番目の委託業務の効率的・効果的実施については、（２）にありますように、若い農

業者の加入推進にインセンティブが働くよう、新規加入者数割手数料につきまして、20歳

から 39歳の農業者が加入した場合と、それ以外の農業者が加入した場合とで格差を設定す

る。 

 また、次のページ、８ページ目になりますけれども、（３）のところに記載をしてござ

いますように、業務委託比の配分方法につきましても、統一化や配分基準の細分化を図る

などによりまして、業務量を踏まえた見直しを行うということで記載をしてございます。 

 ５番目の業務運営能力の向上等につきましては、（１）にありますように、基金の新任

職員に対する研修、資金運用に関する専門研修、（２）にありますように、業務受託機関

の新任担当者に対する研修を実施するとともに、市町村段階で開催をいたします研修会の

講師等として基金の役職員を配置するという形にしてございます。 

 それから、６番目、８ページの一番下の方でございますが、内部統制の充実・強化にな

ります。次のページ、９ページ目になりますけれども、25年度当初に基金の内部統制を体

系的に整備するため、内部統制基本方針を作成することといたしております。また、新た

に設置いたします経営管理会議において内部統制に関する取り組み状況を把握し、必要な

指示、モニタリング等を行うとともに、コンプライアンスの推進、リスクの管理、内部監

査の実施に取り組みたいと思っております。 

 それからまた、（４）にありますように、加入者の代表等で構成する運営評議会を開催

いたしまして、業務の状況、中期計画・年度計画の策定及び実績、年金資産の運用成績等
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について広く意見を求め、業務運営に適切に反映させるとともに、運営評議会の議事要旨

につきましてはホームページで公表するという形にしてございます。 

 （５）の毎年度の考査指導対象の業務受託機関につきましては、現行の 160機関、今、

考査を実施してございますけれども、1.5 倍の 240 機関、１年間に実施するという形で記

載をしてございます。 

 次のページになります。10ページ目になりますけれども、また、考査指導によりまして

把握いたしました事例なり注意すべき課題等につきましては、毎年の研修会等を通じて周

知徹底を図ってまいりたいというふうに計画をしております。 

 （６）の情報セキュリティ対策につきましては、政府機関における一連の対策を踏まえ

まして、独立行政法人農業者年金基金における情報セキュリティの確保に関する規定の見

直し等を行い、情報セキュリティ対策に対する PDCAサイクルを構築するための取り組みを

推進するとともに、農林水産省との情報交換を積極的に行っていくという計画にしてござ

います。 

 それから、第２のサービスその他の業務の質の向上に関する事項の１、農業者年金事業

につきましては、（１）にございますように、年金給付業務の適切な執行、（２）にあり

ますように、手続の迅速化等を図ってまいりたい。 

 （３）の加入申込手続に関する標準処理期間の短縮化につきましては、26年度からの新

しい農業者年金記録管理システムの運用の開始に合わせまして、加入申込みにあっては、

現在の 60日から 30日に、年金裁定請求にあっては 90日から 60日になるよう見直しを行

い、各申出書等を速やかに処理することといたしております。 

 それから、次のページになります。11ページ目になります。２番目の年金資産の安全か

つ効率的な運用につきましては、法令の規定により定める年金給付等準備金運用の基本方

針に基づきまして、安全かつ効率的に行うとともに、（４）の方に記載してございますよ

うに、加入者に対して、毎年６月末日までにその前年度末現在で評価した個々の加入者に

係る運用結果を通知いたします。 

 また、（５）の運用に係るガバナンス強化の一環として、透明性の向上を図るため、25

年度から外部運用を委託する運用受託機関名、資産運用委員会の名簿等を公表するという

計画にしてございます。 

 ３番目の制度の普及推進及び情報提供の充実につきましては、若い農業者の加入を拡大

するため、20歳から 39歳の基幹的農業従事者に占める被保険者の割合を、現在、23年度
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末でございますけれども、確定している分で 13％でございますけれども、それを平成 29

年度中期計画の期末におきまして、20％まで拡大することを目標に取り組むという記載を

してございます。このために、加入推進取組方針におきまして、政策支援への加入を始め、

20 歳から 39 歳の認定農業者等に重点的に加入を進めることを明確化して、加入推進の取

り組みを行います。 

 また、次のページになります。12ページ目でございますけれども、（３）に記載してご

ざいますように、加入推進特別研修会の開催による加入推進活動のリーダーの育成、（４）

にございますように、都道府県間の加入推進活動の格差縮小に向けました特別重点都道府

県における巡回の意見交換会等の実施、（５）にございますように、ホームページによる

制度内容の周知、あるいはリーフレット、優良な活動事例の提供等を実施する計画といた

しております。 

 第３の財務内容の改善に関する事項につきましては、旧制度において規模拡大を行う農

業者に融資しておりました貸付金債権等について、次のページ、13ページになりますけれ

ども、債権者に関する情報を把握し、すべての貸付債権について、毎年度、債権分類の見

直しを行い、適切な管理・回収等を行う計画といたしております。 

 それから、第５でございます。短期借入金の限度額でございますけれども、１にござい

ますように、２億円は運営費交付金の受入れの遅延。また、２にございます 924億円は、

旧制度の年金給付に要する費用に充てるための長期借入金の一時的な調達困難による資金

の不足を想定したものでございます。 

 第６の２でございますが、旧制度において規模拡大を行う農業者に、13ページの一番下、

２、積立金の処分に関する事項の次のページになりますけれども、旧制度において規模拡

大を行う農業者に融資した貸付金等債権が償還されることによる現預金の使途は、旧制度

の年金給付、農林水産大臣の要請に基づき、旧制度の年金給付に要する借入金に係る経費

に充当するという形で定めるものでございます。 

 以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○野村分科会長 続きまして、農林漁業信用基金からお願いいたします。 

○農林漁業信用基金理事長 農林漁業信用基金の堤でございます。 

 資料の３－３、独立行政法人農林漁業信用基金の次期中期計画についてでございます。 

 ３ページから５ページの所が図の入った概要図になっておりまして、その下が中期目標

とそれに対応した中期計画案を記載させていただいております。説明は、概要図を中心に
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説明をさせていただきます。 

 ３ページ目でございます。１の法人の概要についてでございます。 

 信用基金は、農業と漁業の信用基金協会等の民間団体と国が出資する半官半民の独立行

政法人でございます。 

 業務といたしましては、農業者・漁業者等への民間金融機関の貸付けに対しまして、都

道府県段階にございます農業と漁業の信用基金協会が債務保証を引き受け、その債務保証

について信用基金が保険を引き受けるという、こういう２段階の構造になっております。

一方、林業者等の借入れにつきましては、信用基金が直接債務保証を引き受ける仕組みに

なっております。 

 このほかに、農業、漁業の共済団体等に対する貸付業務を実施しております。 

 ４ページを御覧ください。本日提出しております次期中期計画案は、去る３月１日付け

で主務大臣より指示を受けました次期中期目標に則して作成しております。 

 それでは、２の次期中期計画案の概要について説明をさせていただきます。 

 まず、（１）の業務運営の効率化に関する事項でございます。 

 左側の中期目標の１つ目で、借入者の信用リスクに応じた保証・保険料率について、中

期目標期間内の速やかな導入に向けて検討。このようになっております。これは、次期中

期目標において新たに取り組むこととされたものでございます。 

 具体的には、中期計画で農業における事業の特性を踏まえつつ、目標期間内の速やかな

導入に向けて検討。その際、基金協会等と連携を図りつつ、与信上のデータの収集等を計

画的・着実に行う、こういう形で取り組んでまいります。 

 ２つ目の、事業費については、平成 24 年度比５％削減、一般管理費については 15％以

上抑制という削減目標でございます。これは、現行の中期目標、中期計画と同水準となっ

ておりまして、次期中期計画におきましても、予算の執行にあたり、事業費の支出の要否

を検討して効率化。そして、一般管理費について、事業の見直し・効率化を進め、全ての

支出の要否を検討すると、こういう形で取り組んでまいります。 

 ３つ目の内部統制につきましては、中期目標に則して内部統制の実施状況を監事監査の

重点事項として監査を受けるとともに、その結果を踏まえガバナンスを改善することで取

り組んでまいります。 

 次に、（２）の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項で

ございます。 
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 事務処理の迅速化を図るため、保険引受け、支払い審査などについては、標準処理期間

を設け、期間内での処理目標を定めておりますが、次期中期計画におきましては、この標

準処理期間を現行よりも５％以上短縮し、さらに、事務処理目標を 80％から 85％に引き上

げることで取り組んでまいります。 

 次の５ページを御覧ください。（３）の財務内容の改善に関する事項についてでござい

ます。 

 次期中期目標では、中期目標期間中の最終年度、平成 29年度でございますが、それまで

に勘定ごとに単年度の業務収支の黒字を目指す、このようにされております。 

 このため、中期計画におきましては、保証料率・保険料率の水準について、農林漁業の

特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適正な水準に設定。農林漁業者の負担増に配慮しつ

つ、毎年度点検の上、必要に応じて保証料・保険料率の見直しをするということにしてお

ります。 

 また、保証保険の引受審査の厳格化を図るため、中期計画では、速やかに農業・漁業信

用基金協会と協議の上、事故率の高い資金等の事前協議対象を拡大して取り組んでまいり

ます。 

 さらに、サービサーの活用等による求償権の回収等の強化につきましては、中期計画で

は、費用対効果を検証の上、回収可能性、債権規模や委託経費に照らし、指標設定を含め

回収委託基準を明確化。こういったことをすることで、回収の強化に取り組んでまいりま

す。 

 最後に、（４）のその他でございます。 

 農業融資資金につきましては、会計検査院の「平成 23年度決算検査報告」を踏まえまし

て、農業信用基金協会の業務運営への影響を考慮しつつ、平成 25年 12月までに、金銭に

より 123億 8,300万円を国庫納付することとされておりますが、その旨を中期計画にも位

置づけております。 

 このほか、中期目標には明記されておりませんが、中期計画案に盛り込まれている内容

について、主なものを説明申し上げます。７ページ以降に記載をしております。 

 中期目標・中期計画対照表でございますが、15ページをお開きください。 

 右側の中期計画案の下段に、財務内容の改善に関する事項の一つとして、７宿舎の廃止

に関する計画がございます。独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画、これら

を踏まえまして、現在、信用基金が保有する宿舎につきまして、職員宿舎の廃止に関する
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計画を策定の上、中期目標期間中に廃止することとしております。 

 以上で次期中期計画案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りたいと

思います。 

○野村分科会長 続きまして、水資源機構から説明をお願いいたします。 

○水資源機構副理事長 水資源機構副理事長の岩村でございます。 

 資料の３－４でございますけれども、３ページの資料を使って概要を御説明したいと思

います。 

 この計画案につきましては、先般、主務省の方から指示がありました、次期中期の目標

を踏まえて作成しております。 

 まず、全体の構成についてですけれども、Ⅰ、国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関するという部分ですけれども、この中の１番ですけれども、安全で良

質な水の安定した供給、洪水被害の防止・軽減。これが水資源機構の中核的な使命になる

わけでございますけれども、これを十全に行うとともに、２番ですが、これを行うために

必要な総合的な技術力の向上を図っていく。さらに、その下の３番ですけれども、機構の

技術力を活用した技術支援を国内外で行いまして、そこで得た知見についても、またさら

に技術向上にフィードバックしていくと、そういったことになっております。 

 右上の４番ですが、こういったことを適切に行っていくために、内部統制の強化と説明

責任の向上を図っていくということでございます。 

 右下のⅡ番ですけれども、業務の効率化についての目標。例えば、コストの縮減という

ことでございますけれども、これらを達成していくための取り組みについて記載をしてお

ります。 

 順を追って、主な内容について御説明をいたします。 

 最初の安全で良質な水の安定した供給と洪水被害の防止・軽減のところですけれども、

農業用水、上・工水を需要に応じて的確に供給すると同時に、水質事故、近年増加をして

おります異常気象にも迅速かつ適切に対応できるように、管理能力の向上を図ることとし

ております。 

 異常渇水時には、関係者へ情報提供頻度を上げ、取水の調整、節水の啓発等にも取り組

んでまいります。 

 また、洪水被害の防止・軽減のため、ダム等による洪水調節を実施するとともに、事前

放流、ダムの統合操作によって、異常洪水時の対応を強化すべく取り組みをいたしてまい
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ります。 

 次に、大規模地震等の危機的な状況への対応ですけれども、平常時からの備えとして、

施設の耐震強化の推進、非常用電源設備や備蓄資機材の強化、災害対応訓練等を実施して

まいります。 

 危機的な状況が発生してしまった場合には、防災業務計画等に基づいて情報収集、施設

の安全確保を図るとともに、短期的には、ポンプ車等の備蓄資機材がございますので、こ

れを活用して最低限の用水確保を図るとともに、速やかな復旧に取り組んでまいります。 

 また、そこの下の部分ですけれども、老朽化する施設がどうしてもますます増加する状

況にあるものですから、ストックマネジメント手法を全面的に適用いたしまして、施設の

長寿命化、ライフサイクルコストの抑制を図ってまいります。 

 次に、２つ目の囲いの部分です。機構の使命を十全に果たすために必要な総合的な技術

力の向上という部分ですけれども、施設の新築・改築・耐震強化対策等に係る技術力の維

持向上、これを図ってまいりますけれども、さらに、水質の改善、施設の長寿命化、気候

変動への対応等の課題につきましては、技術５カ年計画というのを策定いたしまして、重

点的な技術向上に努めてまいることにしております。 

 環境の保全に対しては、事業実施地区、管理している施設周辺の自然環境の保全を図る

ための調査・対策を実施するほか、既存の施設を生かした小水力発電等の再生可能エネル

ギーの活用などに取り組んでまいります。 

 また、円滑な業務の実施のために、関係機関や水源地域との連携強化を図るとともに、

広報・広聴活動の充実を図ってまいります。 

 左側の一番下の３番目の囲いですが、機構の技術力を活用した支援ですけれども、国内

においては、国や地方自治体への技術支援を行いますとともに、海外においても、例えば、

アジア河川流域機関ネットワークという組織がございますけれども、その活動を通じて、

また、水関連災害の際の職員派遣、例えば、タイの洪水のときには機構の職員を派遣して

おりますが、こういったことなどを通じて国際協力にも取り組んでまいることにしており

ます。 

 右上の４番ですけれども、内部統制の強化と説明責任の向上ですけれども、引き続きコ

ンプライアンスの徹底に取り組むとともに、監事及び会計監査人による監査を実施してま

いります。 

 入札契約については、一般競争入札を基本とし、一者応札・一者応募となってしまって
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いる案件が、幾らかございますので、これについては、資格要件や入札条件をさらに見直

しを検討いたしまして、競争性の確保に努めてまいりたいと思っております。 

 また、引き続き談合防止対策の徹底、情報セキュリティ対策の徹底を推進してまいりま

す。 

 最後の右下のⅡのところですが、業務運営の効率化に関する目標に関する部分ですけれ

ども、機動的な人員配置、人材育成等によって効率的な組織運営を行ってまいります。 

 情報化・電子化のほか、維持管理業務等について、民間委託をさらに拡大するというこ

とで、現在試行を行っておりますので、この結果を検証して、着実に進めてまいることと

しております。 

 コストの縮減については、事業費、これは５年間で５％、一般管理費 15％、人件費につ

いては国家公務員に準じた人件費削減ということになっておりますけれども、こういった

目標が示されておりますので、達成するべく業務執行方法の改善、事業費コストの縮減等

に取り組んでまいります。 

 また、これまで業務執行のために保有してきた資産がありますけれども、その必要性を

改めて見直し、不要と認められるものについては処分を行うなど、適切な資産管理を進め

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○野村分科会長 ありがとうございました。それでは、まず、農畜産業振興機構の次期中

期計画の説明について、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。よろしい

でしょうか。お願いいたします。 

○矢野専門委員 矢野と申します。よろしくお願いいたします。 

 機構だけの問題でなくて、全般を通じて１つ最初に質問させていただいてもよろしいで

しょうか。実は、前回、目標を審議したときに聞けばよかったのですけれども、文章の中

に「削減」という言葉と「抑制」という言葉が費用の面で出ておりまして、それは同じと

いうふうに理解していいのか、別の計算式があるのかどうかというのを教えていただけれ

ばと思います。 

○大臣官房文書課課長補佐 特に、削減、抑制という言葉の定義づけでこういうふうに使

うべしという決まりはございません。同じような意味ということでおとりいただければよ

ろしいかと思います。 

○野村分科会長 よろしいでしょうか。 



 

 

15 

 ほか、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。 

○矢野専門委員 もう一件よろしいですか。ほかの法人のところでも少しかかわることな

のですけれども、ＡＬＩＣの資料でいけば、中期目標と比べた際の表の 10ページで質問さ

せていただきます。（３）の情報セキュリティについての部分ですけれども、中期目標の

（３）のところで、情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化に取り組み、

業務運営の効率化と情報セキュリティの対策の向上を図るという目標に対して、計画の方

ではどちらかというとセキュリティについての計画が具体的に挙げられているように思い

ます。他の法人のセキュリティの部分に対しても同じような形の文章が挙げられているの

ですけれども、情報化・電子化については、こちらの機構の中ではほかの部分で具体的に

書かれているところが私の方で見つけられませんでした。もしその部分はほかの文章のと

ころでカバーしていますという部分があれば、教えていただければと思います。 

○野村分科会長 では、法人の方からお願いいたします。 

○農畜産業振興機構理事長 佐藤でございます。 

 今の御質問は、業務運営の情報化・電子化に取り組みというところが、私どもの計画で

は受けていないという、意味でございましょうか。 

○矢野専門委員 業務執行の改善の中でこの項目が挙げられていて、効率化の部分ではな

いので、セキュリティの部分だけなのかなというふうには理解したのですけれども、情報

化・電子化への取り組みについて、今日お話を伺ったところ他の法人さんのところでは他

の項目で述べられていたりしていたようですので。 

○農畜産業振興機構理事長 これまで、各業務につきまして、情報化なり電子化をかなり

取り組んできておりまして、現在のところ、早急にやっていく情報化・電子化を進めると

いう具体的なところはなかったものですから、こういう形で書いております。 

○矢野専門委員 セキュリティ以外の部分は特別には記載しないということですね。 

○農畜産業振興機構理事長 現段階でかなりの程度情報化・電子化を進めてきておりまし

て、それについて取り組むのは当然でございますけれども、情報化・電子化については進

めているという観点を持っていましたので、このところは受けていないという整理をして

おります。 

○矢野専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

○野村分科会長 よろしいでしょうか、今の御質問。 

 ほか、御質問、御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。 
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 それでは、今、御質問が２点ほど出ましたけれども、御理解いただいたものと思います

ので、農畜産業振興機構の次期中期計画につきましては、主務大臣の認可にあたり、異存

なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、次に、農業者年金基金の次期中期計画の説明について、御意見、御質問がご

ざいましたらお願いします。お願いします。 

○梶専門委員 梶と申します。よろしくお願いします。 

 11ページの３のところで、御質問がございますので、お願いします。もしかしたら過去

の分科会で御説明をいただいているのかも分かりませんが、現行の農業者年金の対象者が

何人ぐらいいて、どのぐらいの加入率になっていて、かつ、20歳から 39歳までが９万 5,000

人いるんですかね。それが大体どのぐらいの割合になっているのかというのが、13％から

20％に拡大するという、このハードルがどのぐらいのものなのかというイメージがちょっ

とわかないものですから、その辺のところをお教えいただければと思います。よろしくお

願いします。 

○農業者年金基金理事長 ありがとうございます。 

 ３の 13％から 20％に拡大する目標という部分でございますけれども、１つは、13％とい

う数字は、現在、農業者年金、積立方式の新制度に御加入いただいている方の割合が、基

幹的農業従事者の９万 5,000人のうちの 13％である。それを 20～39歳の方を 20％に上げ

たいという目標でございます。これは御説明したとおり。それがどれぐらいのウエートな

のかというのにつきましては、実は中期目標の大臣の御指示の中に、11ページ目の左の方

にございますけれども、一番下から２行目から、20％というのはどの程度かというところ

でございますが、同年齢階層の基幹的農業従事者に占める認定農業者の割合。認定農業者

というのは、御承知のとおり、これから農業を発展させていくという方々、御自分の意思

をはっきり農業で生活していくんだということを計画として出された方々ですが、その

方々が基幹的農業従事者、20～39歳の９万5,000人のうちの２割おられる。ということは、

基幹的農業従事者のうちの 20歳から 39歳の 20％というのは、認定農業者のすべての方と

いうぐらいの割合であるということでありまして、私どもとしては意欲的な目標をいただ

き、私どもとしても意欲的な目標を設定したという部分だと思っております。 

○梶専門委員 ありがとうございました。 
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○野村分科会長 ほか、御意見、御質問ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今、御質問がございましたけれども、御理解賜ったものと思いますので、農

業者年金基金の次期中期計画につきましては、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意

見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、農林漁業信用基金の次期中期計画の説明につきまして、御意見、御質問がござい

ましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農林漁業信用基金の次期中期計画につきま

しては、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、水資源機構の次期中期計画の説明につきまして、御意見、御質問がございました

らお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、水資源機構の次期中期計画につきましては、

主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、ただいま御審議いただきました次期中期計画につきましては、財務大臣への協議

などがございます。今後、文言等の修正がなされる場合がありますが、その旨は委員の方々

におかれましては御了承願いたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 次の議題は、「業務方法書の変更について」です。 

 業務方法書の変更につきましては、独立行政法人通則法第 28条第３項の規定により、評

価委員会の意見を聴くこととされています。 

該当の２法人から説明を行ってから、御質問を受けることといたします。 

 まず、農畜産業振興機構から説明をお願いいたします。 

○農畜産業振興機構理事長 農畜産業振興機構業務方法書の変更について御説明申し上げ

ます。 

 資料４－１の１ページを御覧ください。 
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 変更の概要の趣旨にございますように、当機構が実施する養豚経営安定対策事業は、豚

肉の取引価格が保証基準価格を下回る場合に、生産者へ補塡金を交付する仕組みとなって

おります。しかしながら、今般、生産者の経営状況により的確に対応するため、農林水産

省の方針を踏まえ、配合飼料価格等の動向による生産費の変動で損失が生じた場合にも補

塡が行われるよう、この事業の運用を見直すこととし、関係規定を変更するものでござい

ます。 

 施行日については、平成 25年４月１日としております。 

 以上が業務方法書の変更案でございます。よろしくお願いいたします。 

○野村分科会長 続きまして、農林漁業信用基金から説明をお願いいたします。 

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の業務方法書の変更について説

明をいたします。 

 本件は、去る３月 15日に農業近代化資金融通法施行令及び農業信用保証保険法施行令の

一部を改正する政令が交付、施行されたことに伴いまして、業務方法書の変更が必要とな

るものでございまして、同日付で主務大臣宛てに業務方法書の変更の認可申請書を提出さ

せていただきました。この内容について御説明させていただきます。 

 お手元の資料の２ページを御覧ください。今回の業務方法書の変更の概要をまとめてお

りますので、この概要で説明をさせていただきます。 

 信用基金におきましては、農業信用基金協会を相手方とする保証保険を基本としつつ、

法人等の大口貸付など、農業信用基金協会の対応が困難な場合に、補完的に農林中央金庫、

信用農業協同組合連合会、主務大臣が指定する農業協同組合、これは、信連の存在しない

圏域の農協でございます。それから、銀行その他の政令で定めるもの。どのように定めら

れているかといいますと、現行は、銀行、信用金庫及び信用協同組合が定められておりま

す。これらを相手方といたしまして、直接保険を行う融資保険の業務を行っております。 

 今回の政令改正によりまして、融資保険の対象となります金融機関のうち、銀行その他

の政令で定めるもの、この中に、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫連合会及び信用協

同組合連合会が追加されました。これに伴いまして業務方法書を変更するものでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○野村分科会長 ありがとうございました。それでは、まず、農畜産業振興機構の業務方

法書の変更の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。よ
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ろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農畜産業振興機構の業務方法書の変更につ

きましては、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、農林漁業信用基金の業務方法書の変更の説明につきまして、御意見、御質問がご

ざいましたらお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農林漁業信用基金の業務方法書の変更につ

きましても、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次の議題は、「農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについて」です。 

短期借入金につきましては、独立行政法人通則法第 45 条第４項の規定により、評価委

員会の意見を聴くこととされております。 

 それでは、農畜産業振興機構から説明をお願いいたします。 

○農畜産業振興機構理事長 資料５に基づきまして、農畜産業振興機構の砂糖勘定の短期

借入金の借換えについて御説明を申し上げます。 

 ３ページをお開きくださいませ。１にありますように、私ども機構の業務の一つとして、

輸入糖等の売買によって徴収した調整金と国からの交付金を財源といたしまして、国内の

さとうきび生産者や国内産糖の製造事業者に対し、交付金を交付する業務を行っておりま

す。 

 ２でございますが、輸入糖等の売買による調整金につきましては、毎月ほぼ一定の収入

があるわけでございますが、一方、生産者や製造事業者に対する交付金の交付につきまし

ては、さとうきびの収穫時期、１月から３月ごろでございます。これを原料とした砂糖の

製造時期、同じくやはり１月から３月でございますが、ここに集中することから、スポッ

ト的に資金不足が生じるため、短期借入金を充てて対応しているところでございます。 

 ３でございますが、しかしながら、累積赤字がある中で、平成 22年 10月から関係者に

よるさまざまな取り組みが実施されていますが、短期借入金の解消には至っておらず、年

度内に償還できないことから、借換えを行い、短期借入金を翌事業年度に持ち越すことが

必要でございます。 
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 ４ページをお開きくださいませ。借換えの内容でございますが、認定申請額は 280 億

1,600万円を超えない額としております。 

 借換先は、入札により決定します。 

 利率は、入札で決定する利率。 

 償還方法は、調整金収入等をもって償還します。 

 償還期限は、借入日から１年以内としております。 

 以上、簡単でございますが、報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○野村分科会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御意見、御質

問がございましたらお願いいたします。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農畜産業振興機構の短期借入金の借換えに

つきましては、主務大臣の認可にあたり、異存なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次の議題は、「農林漁業信用基金の長期借入金の借入れ・償還計画及び入札結果につい

て」です。 

 長期借入金の借入れにつきましては独立行政法人農林漁業信用基金法第 17条第２項、償

還計画につきましては同法第 19条第２項の規定により、評価委員会の意見を聴くこととさ

れております。 

 それでは、農林漁業信用基金から説明をお願いいたします。 

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の長期借入金・償還計画につい

て、御説明いたします。 

 この案件につきましては、平成 25年度予算が成立してからでなければ借入額が確定いた

しません。そういうことから、本日は事前に御説明させていただき、金額が確定した段階

で、主務大臣に認可申請を行い、評価委員会の意見を伺うという手順で進めさせていただ

きたく思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 お手元の資料６－１の１ページをお願いいたします。 

 まず、１の業務の概要でございます。 

 林業経営基盤強化暫定措置法に基づきまして林業経営改善計画の認定を受けた者に対し、

農林漁業信用基金が森林施業の合理化に寄与する造林等を実施するのに必要な長期かつ無

利子の資金、これを森林整備活性化資金と申しておりますが、これの融通を行うことにな



 

 

21 

っております。 

 具体的には３ページをお願いいたします。ここにありますように、農林漁業信用基金が

株式会社日本政策金融公庫に森林整備活性化資金の貸付原資を無利子で寄託をいたしまし

て、日本政策金融公庫は、農林漁業信用基金が推薦する林業者に対し、その原資を公庫の

有利子資金とあわせて貸し付ける仕組みとなっております。 

 次に、２の長期借入金についてでございます。 

 農林漁業信用基金は、この日本政策金融公庫へ寄託する原資を政府出資金及び民間金融

機関からの長期借入金により調達をしております。 

 借入利率につきましては、競争入札に付す方式により決定することとしております。 

 長期借入金の政府保証額は、毎年度、政府予算で決められておりまして、平成 25年度政

府予算案では 29億 2,600万円となっております。これは、次に御説明いたします借換分の

29億 2,600万円に対応するものでございます。この平成 25年度予算が成立し、日本政策

金融公庫からの繰上償還額が確定するなど、借入の必要額がかたまり次第、認可申請をい

たしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の６－２についても御説明させていただきたいと思います。長期借入

金の入札結果についてでございます。 

 農林漁業信用基金の平成 24年度の長期借入金の入札結果について御報告いたします。資

料の６－２を御覧ください。 

 去る平成 24年３月 13日の農業分科会におきまして御審議をいただき、その後、５月 10

日付で主務大臣の認可を受け、入札を行ったところでございます。その結果について報告

いたします。 

 ２の平成 24年度下期の長期借入金入札結果を御覧ください。裏面にございます。 

 入札日は、平成 24年 10月９日。借入金額は 14億 3,800万円で、落札利率は平均 0.137％

でございました。 

 以上が下期分の長期借入金の入札結果の御報告でございます。 

○野村分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、御

意見、御質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 今、説明していただきましたように、本件につきましては、平成 25年度の予算成立後に

正式の手続に入るということでございます。 

 今、御意見、御質問をお伺いしましたけれども、特に御意見等ございませんようですの
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で、農林漁業信用基金の長期借入金の借入れ・償還計画の認可に必要な諮問・答申の手続

につきましては、私に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、最後の議題の「その他」ですが、事務局から説明をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 事務局を担当しております消費・安全局消費・

安全政策課の古本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今後のスケジュールにつきまして御説明申し上げます。資料は７となっております。 

 表の一番上に後発独法、先発独法というふうに分けて概略を記載させていただいており

ます。 

 左側の後発独法につきましては、本日、次期中期計画を御審議いただきました４法人で

ございます。先発独法といいますのは、それ以外の３法人が該当しております。 

 本日、３月 21日に第 42回の分科会を開催して、次期中期計画につきまして御審議いた

だきました。４月以降のスケジュールでございますが、まず、６月に後発独法の財務諸表

につきまして、財務諸表検討会を開催し、財務諸表の検討をしていただくということと、

その後、農業分科会を同じく６月に開催したいと考えております。 

 ７月に入りまして、今度は先発独法の財務諸表の検討会を開催して、その後、各プロジ

ェクトチームにおきまして全法人の業務実績に対する評価の検討をお願いしたいと思って

おります。 

 ８月に入りまして、農業分科会を開催いたしまして、御検討いただいた業務実績の評価、

先発独法の財務諸表などの御審議などをお願いしたいと思っております。 

 また、平成 24年度で後発独法の第２期中期目標、これは平成 20年から 24年度の間でご

ざいますが、終了したことから、この５年間の業務実績の評価というものもあわせて行い

たいと思っております。中期目標の評価がございますことから、８月にも親委員会の御審

議を予定しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、今後のスケジュールにございます財務諸表検討会につきまして、事務局の方

から御提案を申し上げます。 

 財務諸表につきましては、独立行政法人通則法第 38条第３項において、主務大臣は、財

務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない

と規定されております。 
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従来、農業分科会では、効率的に財務諸表の検討ができるよう、財務諸表検討会を設け、

専門的立場からの検討をいただいた上で、農業分科会に御報告いただき、効率的に農業分

科会の運営を図ってきたところでございます。 

 前年まで、公認会計士の専門の立場から、青柳委員、布施専門委員に財務諸表検討会で

事前に検討いただいていたところでございますが、本年２月に委員の改選がございました

ので、事務局といたしましては、今後、池田委員、船木専門委員に専門的立場から財務諸

表検討会において事前に検討をしていただきたいと考えております。このようなスケジュ

ールで進めたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○野村分科会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御意見、御質

問等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。お願いいたします。 

○菅委員 今回の資料についてなんですけれども、中期計画のところで、先ほども御意見

がありましたけれども、目標がどの程度の目標なのかということがもうちょっと分かりや

すく表現していただけるといいますか、きちんと読めば、数字等出ているのですけれども、

概要になりますと、それがちょっと分かりにくい感じがいたしまして、なかなか読み込む

のにすごくボリューム感、先ほど御意見がありましたボリューム感というのがなかなか分

かりにくいので、今後、そういった見せ方にもちょっと工夫をいただけるように御検討い

ただけないでしょうか。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 御指摘を踏まえ、関係方面に趣旨を徹底し、次回の

参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○野村分科会長 ほかに御意見、御質問等ございますか。お願いいたします。 

○矢坂専門委員 矢坂と申します。 

 今の発言ともかかわるのですが、資料の４－１の新旧対照表では、法律の文章の変更を

示しており、豚の価格下落時の補塡についての文言に生産費を加えるということが示され

ています。豚の取引価格の下落だけではなくて、飼料の価格が上昇した場合にも、養豚経

営は損失を被りますので、生産費という文言が入ったということだと思います。その際、

生産費という文言が入ることによって養豚経営への政策支援がどういうふうに変わるのか、

つまり、市場価格指標だけではなくて、生産費調査に基づく所得補償への変更によってど

のような政策効果が期待され、農畜産業振興機構の業務にどのような影響をもたらすこと

になるのかといった情報も必要なのではないか。単に文言の変更を示すのではなく、どの
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ような実態的な変化をもたらす提案なのかという参考資料があった方が分かりやすいと思

います。今後そういう御配慮をいただけるとありがたいと思いました。 

○農畜産業振興機構理事長 貴重な御意見ありがとうございました。今後、こういう形で、

条文だけではなくて、そういったことがどういうことをもたらすかも含めて、なるべく努

力をしていきたいと思います。 

○野村分科会長 ほかに御意見、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで本日の議事につきましては終了いたしました。 

 既に全体を通しての御意見、御質問に関連したものがございましたけれども、ほかに全

体を通して何か御意見、御質問ございますでしょうか。お願いいたします。 

○農畜産業振興機構理事長 先ほど、矢野専門委員の御質問の情報セキュリティでござい

ますが、このことにつきましては、これからの大きな課題でもあるわけでございまして、

我々としても各業務にいろいろな面で情報化、ホームページの活用とか、そういったもの

を今後とも努力していきたいと考えておりますので、若干触れさせていただきます。 

○野村分科会長 ほかに全体を通しての御意見、御質問ございますか。また、法人の方か

ら何か補足とかもございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で予定をしておりました議事は全て終了いたしました。 

 最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 長時間にわたりまして御審議を賜りまして、ありが

とうございました。 

 本日の議事録につきましては、でき上がり次第、各委員の皆様に内容を御確認いただい

た上で、農林水産省のホームページにおいて公開することといたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 今後の分科会でございますけれども、先ほどの説明にございましたように、次回の分科

会を６月を目処に開催したいと考えております。予定される議題といたしましては、平成

24年度の財務諸表などについてでございます。 

具体的な開催日程等につきましては、皆様へ別途御連絡を差し上げたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 また、本日の資料でございますけれども、卓上にそのまま置いていただければ、事務局

の方で後ほど郵送させていただきます。 

 事務局からの連絡は以上でございます。 
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○野村分科会長 それでは、以上をもちまして「農林水産省独立行政法人評価委員会第 42

回農業分科会」を閉会といたします。 

 委員及び専門委員の皆様方には、長時間にわたり熱心な御審議、誠にありがとうござい

ました。 

 


